
３３３３．先々月・先月の．先々月・先月の．先々月・先月の．先々月・先月の両両両両園地園地園地園地探鳥会探鳥会探鳥会探鳥会    

①①①①くろんどくろんどくろんどくろんど園地園地園地園地(9(9(9(9月月月月)))) 今日は私市駅～すいれん池～くろんど池～園地管

理棟～私市駅のコースでした。山の中は鳥が少なかったですが、コサメ、

エゾ、サメビタキがしっかり見え、エナガに群れがあちらこちらで見えました。

最後にサシバ3、ハチクマ1が舞ってくれました。 

②②②②ほしだ園地ほしだ園地ほしだ園地ほしだ園地（（（（10101010月）月）月）月） 私市住宅地など平地では３色のセキレイ・モズ、そ

してジョウビタキがよく出て幸先良くスタートした。しかし、山地で小鳥との出

会いが少なく、イヌザンショウに来ているメジロを見たが、今日の資料に入

れたヤマガラは最後まで出なかった。幸い、ピトンの小屋でハヤブサが飛

びまわったあと岩盤に止まった所、展望台では遠くから近づいてきたハチク

マも見られ、快晴の探鳥日和で多数の参加者には、秋の自然を楽しんでも

らうことができた。 

４４４４....日本日本日本日本野鳥の会大阪支部からのお知らせ野鳥の会大阪支部からのお知らせ野鳥の会大阪支部からのお知らせ野鳥の会大阪支部からのお知らせ 

①①①①北河内・北河内・北河内・北河内・定例探鳥会の定例探鳥会の定例探鳥会の定例探鳥会の（（（（11112222月度）月度）月度）月度）案内案内案内案内 

ジョウビタキ・ルリビタキ・ツグミなどツグミ科、アトリ・マヒワの

アトリ科の冬鳥が楽しみな季節です。ポケットカイロなど寒さ対策を

十分にして鳥見に行きませんか。 

   曜日曜日曜日曜日        （月日）（月日）（月日）（月日）            場所場所場所場所                        集合時間・場集合時間・場集合時間・場集合時間・場ごごごご所所所所         

     第第第第１１１１((((日日日日))))    ((((11112222////7777))))    牧野牧野牧野牧野((((淀川淀川淀川淀川))))            9999:00 :00 :00 :00 京阪牧野駅京阪牧野駅京阪牧野駅京阪牧野駅穂谷川堤防穂谷川堤防穂谷川堤防穂谷川堤防    

第２(日） (12/14) 山田池公園  9:30 現地北入口駐車場 

 第３(土） (12/20) 緑の文化園  9:30 JR学研都市線四条畷駅東口 

 第第第第4(4(4(4(土土土土))))    ((((11112222////22227777))))    ほしだほしだほしだほしだ園園園園地地地地    9:309:309:309:30京阪交野線私市駅前京阪交野線私市駅前京阪交野線私市駅前京阪交野線私市駅前    

②②②②日本野鳥の会入会日本野鳥の会入会日本野鳥の会入会日本野鳥の会入会時の会時の会時の会時の会費費費費     

会員区分    おおぞら会員おおぞら会員おおぞら会員おおぞら会員    赤い鳥会員赤い鳥会員赤い鳥会員赤い鳥会員                むくどり会員むくどり会員むくどり会員むくどり会員    

(内容)     (本部+支部)       (支部のみ)    ((((支部・支部・支部・支部・1111年間年間年間年間のみのみのみのみ)))) 

年会費          7500円       3500円          1000100010001000円円円円 

入会金(初年度のみ) 1000円       1000円        ― 

会報 隔月刊(支部) 「むくどり通信」  「むくどり通信」  「むくどり通信」「むくどり通信」「むくどり通信」「むくどり通信」 

    月刊（本部)    「野鳥」         ―       ―   

③③③③探鳥会参加費探鳥会参加費探鳥会参加費探鳥会参加費            （探鳥会保険・資料代に充当）（探鳥会保険・資料代に充当）（探鳥会保険・資料代に充当）（探鳥会保険・資料代に充当）    

会員100円、非会員200円、高校生以下は無料     

（交野野鳥の会会員で、日本野鳥の会に入会されていない方は 200円

お願いします。） 

 「ころんで痛いのは自分だけ、怪我しないよう自己管理」「ころんで痛いのは自分だけ、怪我しないよう自己管理」「ころんで痛いのは自分だけ、怪我しないよう自己管理」「ころんで痛いのは自分だけ、怪我しないよう自己管理」 

府民府民府民府民のののの森森森森““““くろんどくろんどくろんどくろんど園地園地園地園地””””探鳥会探鳥会探鳥会探鳥会    

（（（（毎毎毎毎月第月第月第月第４４４４土曜日土曜日土曜日土曜日    両園地通算第両園地通算第両園地通算第両園地通算第111177778888回回回回））））    

    平成平成平成平成22226666((((2020202011114444))))年年年年11111111月月月月22222222日日日日((((土土土土))))    9:309:309:309:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

日本野鳥日本野鳥日本野鳥日本野鳥のののの会大阪支部会大阪支部会大阪支部会大阪支部        渡辺晋一郎渡辺晋一郎渡辺晋一郎渡辺晋一郎・・・・神戸神戸神戸神戸徹徹徹徹・・・・友田武友田武友田武友田武    

                                            小田原正明小田原正明小田原正明小田原正明・・・・平軍二平軍二平軍二平軍二(090(090(090(090----6901690169016901----1425)1425)1425)1425)    

１．交野市の鳥シリーズ１．交野市の鳥シリーズ１．交野市の鳥シリーズ１．交野市の鳥シリーズ((((39393939))))コゲラコゲラコゲラコゲラ((((小小小小啄木鳥啄木鳥啄木鳥啄木鳥))))

    

今月の鳥は11111111月月月月

19191919日日日日に私市植物

園で松村万知子松村万知子松村万知子松村万知子

さんさんさんさんが写された

ヤマヤマヤマヤマハゼのハゼのハゼのハゼの実実実実にににに

来ている来ている来ている来ているコゲラコゲラコゲラコゲラ

です。 

コゲラは通常

木の幹をつつき

ながら隙間に潜

む虫を探してい

るのですが、木の

実も好きで里山に多いヤマハゼ・ヤマウルシ・ヌルデ・ハゼノ

キなどのウルシ科の実や、公園に植えられたナンキンハゼなど

の実によく来ます。木の実が熟し色づき始めた季節、今日もア

キニレにカワラヒワ・アトリ、アカマツにヤマガラ・ヒガラな

どを楽しみたいと思っています。 

11月下旬は紅葉・黄葉のシーズン、高木のコナラは赤褐色に、

林床では 

・・・・タカタカタカタカノツメノツメノツメノツメ（３（３（３（３葉）葉）葉）葉）    

・・・・コシアブラコシアブラコシアブラコシアブラ（（（（５５５５葉）葉）葉）葉）    

で黄色く染まっている

と思います。 

昨年昨年昨年昨年11111111月月月月のののの探鳥会で探鳥会で探鳥会で探鳥会で→→→→    

（タカノツメ（タカノツメ（タカノツメ（タカノツメのののの黄葉）黄葉）黄葉）黄葉）    



年年年年

2015

年年年年

2015

月月月月 9999 10101010 11111111 12121212 1111 月月月月 9999 10101010 11111111 12121212 1111

日日日日 27272727 25252525 22222222 27272727 24242424 日日日日 27272727 25252525 22222222 27272727 24242424

くくくく ほほほほ ほほほほ くくくく ほほほほ くくくく ほほほほ くくくく ほほほほ くくくく

科名科名科名科名 種名種名種名種名 回回回回 ろろろろ しししし しししし ろろろろ しししし 科名科名科名科名 種名種名種名種名 回回回回 ろろろろ しししし ろろろろ しししし ろろろろ

数数数数
んんんん だだだだ だだだだ んんんん だだだだ 数数数数 んんんん だだだだ んんんん だだだだ んんんん

NoNoNoNo どどどど
どどどど NoNoNoNo どどどど どどどど どどどど

177177177177 178178178178 179179179179 180180180180 181181181181 177177177177 178178178178 179179179179 180180180180 181181181181

ｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞ ヤマドリヤマドリヤマドリヤマドリ 4444 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ トビトビトビトビ 342342342342

ｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞ キジキジキジキジ 5555 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ ツミツミツミツミ 354354354354

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ ハクチョウSPハクチョウSPハクチョウSPハクチョウSP 19191919 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ ハイタカハイタカハイタカハイタカ 355355355355

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ オシドリオシドリオシドリオシドリ 24242424 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ オオタカオオタカオオタカオオタカ 356356356356

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ ヨシガモヨシガモヨシガモヨシガモ 27272727 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ サシバサシバサシバサシバ 357357357357 6666

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ ヒドリガモヒドリガモヒドリガモヒドリガモ 28282828 ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ ノスリノスリノスリノスリ 358358358358 1111

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ マガモマガモマガモマガモ 30303030 ｶﾜｾﾐｶﾜｾﾐｶﾜｾﾐｶﾜｾﾐ カワセミカワセミカワセミカワセミ 383383383383 3333

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ カルガモカルガモカルガモカルガモ 32323232 ｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷ コゲラコゲラコゲラコゲラ 390390390390 8888 3333

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ ハシビロガモハシビロガモハシビロガモハシビロガモ 34343434 ｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷ アカゲラアカゲラアカゲラアカゲラ 393393393393

ｶﾓｶﾓｶﾓｶﾓ コガモコガモコガモコガモ 38383838 ｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷｷﾂﾂｷ アオゲラアオゲラアオゲラアオゲラ 397397397397 1111

ｶｲﾂﾌﾞﾘｶｲﾂﾌﾞﾘｶｲﾂﾌﾞﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ カイツブリカイツブリカイツブリカイツブリ 62626262 ﾊﾔﾌﾞｻﾊﾔﾌﾞｻﾊﾔﾌﾞｻﾊﾔﾌﾞｻ ハヤブサハヤブサハヤブサハヤブサ 407407407407 1111

ﾊﾄﾊﾄﾊﾄﾊﾄ キジバトキジバトキジバトキジバト 74747474 1111 4444 ｻﾝｼｮｳｸｲｻﾝｼｮｳｸｲｻﾝｼｮｳｸｲｻﾝｼｮｳｸｲ サンショウクイサンショウクイサンショウクイサンショウクイ 412412412412

ﾊﾄﾊﾄﾊﾄﾊﾄ アオバトアオバトアオバトアオバト 78787878 ｶｻｻｷﾞﾋﾀｷｶｻｻｷﾞﾋﾀｷｶｻｻｷﾞﾋﾀｷｶｻｻｷﾞﾋﾀｷサンコウチョウサンコウチョウサンコウチョウサンコウチョウ 418418418418

ｳｳｳｳ カワウカワウカワウカワウ 127127127127 1111 ﾓｽﾞﾓｽﾞﾓｽﾞﾓｽﾞ モズモズモズモズ 420420420420 2222

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ ゴイサギゴイサギゴイサギゴイサギ 139139139139 ｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽ カケスカケスカケスカケス 427427427427

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ ササゴイササゴイササゴイササゴイ 141141141141 ｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽ ハシボソガラスハシボソガラスハシボソガラスハシボソガラス 435435435435

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ アオサギアオサギアオサギアオサギ 144144144144 ｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽ ハシブトガラスハシブトガラスハシブトガラスハシブトガラス 436436436436 15151515 5555

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ ダイサギダイサギダイサギダイサギ 146146146146 1111 ｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽｶﾗｽ キクイタダキキクイタダキキクイタダキキクイタダキ 438438438438

ｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞｻｷﾞ コサギコサギコサギコサギ 148148148148 1111 ｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗ コガラコガラコガラコガラ 441441441441

ｸｲﾅｸｲﾅｸｲﾅｸｲﾅ バンバンバンバン 174174174174 ｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗ ヤマガラヤマガラヤマガラヤマガラ 442442442442 5555

ｸｲﾅｸｲﾅｸｲﾅｸｲﾅ オオバンオオバンオオバンオオバン 175175175175 ｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗ ヒガラヒガラヒガラヒガラ 443443443443

ｶｯｺｳｶｯｺｳｶｯｺｳｶｯｺｳ ホトトギスホトトギスホトトギスホトトギス 185185185185 ｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗｼｼﾞｭｳｶﾗ シジュウカラシジュウカラシジュウカラシジュウカラ 445445445445 2222 3333

ｶｯｺｳｶｯｺｳｶｯｺｳｶｯｺｳ ツツドリツツドリツツドリツツドリ 187187187187 ﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒ ツバメツバメツバメツバメ 457457457457

ｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒ アマツバメアマツバメアマツバメアマツバメ 192192192192 ﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒ コシアカツバメコシアカツバメコシアカツバメコシアカツバメ 459459459459

ｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒ ヒメアマツバメヒメアマツバメヒメアマツバメヒメアマツバメ 193193193193 ﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒﾂﾊﾞﾒ イワツバメイワツバメイワツバメイワツバメ 461461461461

ﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘ ケリケリケリケリ 195195195195 ﾋﾖﾄﾞﾘﾋﾖﾄﾞﾘﾋﾖﾄﾞﾘﾋﾖﾄﾞﾘ ヒヨドリヒヨドリヒヨドリヒヨドリ 463463463463 13131313 28282828

ﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘﾁﾄﾞﾘ コチドリコチドリコチドリコチドリ 203203203203 ｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽ ウグイスウグイスウグイスウグイス 464464464464 1111

ｼｷﾞｼｷﾞｼｷﾞｼｷﾞ イソシギイソシギイソシギイソシギ 244244244244 ｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽｳｸﾞｲｽ ヤブサメヤブサメヤブサメヤブサメ 465465465465

ﾐｻｺﾞﾐｻｺﾞﾐｻｺﾞﾐｻｺﾞ ミサゴミサゴミサゴミサゴ 339339339339 ｴﾅｶﾞｴﾅｶﾞｴﾅｶﾞｴﾅｶﾞ エナガエナガエナガエナガ 466466466466 40404040 10101010

ﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶ ハチクマハチクマハチクマハチクマ 340340340340 2222 1111 ﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲ メボソムシクイメボソムシクイメボソムシクイメボソムシクイ 477477477477

2014 2014

２．観察リスト２．観察リスト２．観察リスト２．観察リスト    

    

    

12121212 月月月月 14141414 日日日日((((日日日日))))百舌百舌百舌百舌古墳群古墳群古墳群古墳群（オシドリ・（オシドリ・（オシドリ・（オシドリ・ミコアイサミコアイサミコアイサミコアイサととととタヌキ）タヌキ）タヌキ）タヌキ）    

百舌鳥古墳群を巡って、オシドリ・ミコアイサなどのカモ、オオ

タカ・ジョウビタキ・シロハラなどを観察する。 

集合集合集合集合 9:30 JR阪和線百舌鳥駅東改札口(JR天王寺9:12発関空快速～JR堺

市駅 9:21 着／9:24 発～（鳳行各駅停車）JR 百舌鳥駅 9:28 着 

解散解散解散解散 14:30 JR 阪和線・南海高野線三国ヶ丘駅 

担当担当担当担当        廣田博厚(072-223-7419)さん他 

年年年年

2015

年年年年

2015

月月月月 9999 10101010 11111111 12121212 1111 月月月月 9999 10101010 11111111 12121212 1111

日日日日 27272727 25252525 22222222 27272727 24242424 日日日日 27272727 25252525 22222222 27272727 24242424

くくくく ほほほほ くくくく ほほほほ くくくく くくくく ほほほほ くくくく ほほほほ くくくく

科名科名科名科名 種名種名種名種名 回回回回 ろろろろ しししし ろろろろ しししし ろろろろ 科名科名科名科名 種名種名種名種名 回回回回 ろろろろ しししし ろろろろ しししし ろろろろ

数数数数
んんんん だだだだ んんんん だだだだ んんんん 数数数数 んんんん だだだだ んんんん だだだだ んんんん

NoNoNoNo どどどど
どどどど どどどど NoNoNoNo どどどど どどどど どどどど

177177177177 178178178178 179179179179 180180180180 181181181181 180180180180 181181181181 179179179179 180180180180 181181181181

ﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲ エゾムシクイエゾムシクイエゾムシクイエゾムシクイ 479479479479 ｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲ ビンズイビンズイビンズイビンズイ 580580580580

ﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲﾑｼｸｲ センダイムシクイセンダイムシクイセンダイムシクイセンダイムシクイ480480480480 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ アトリアトリアトリアトリ 586586586586

ﾒｼﾞﾛﾒｼﾞﾛﾒｼﾞﾛﾒｼﾞﾛ メジロメジロメジロメジロ 485485485485 11111111 7777 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ カワラヒワカワラヒワカワラヒワカワラヒワ 587587587587

ﾖｼｷﾘﾖｼｷﾘﾖｼｷﾘﾖｼｷﾘ オオヨシキリオオヨシキリオオヨシキリオオヨシキリ 492492492492 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ マヒワマヒワマヒワマヒワ 588588588588

ﾚﾝｼﾞｬｸﾚﾝｼﾞｬｸﾚﾝｼﾞｬｸﾚﾝｼﾞｬｸ ヒレンジャクヒレンジャクヒレンジャクヒレンジャク 501501501501 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ ベニマシコベニマシコベニマシコベニマシコ 592592592592

ﾐｿｻｻﾞｲﾐｿｻｻﾞｲﾐｿｻｻﾞｲﾐｿｻｻﾞｲ ミソサザイミソサザイミソサザイミソサザイ 504504504504 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ ウソウソウソウソ 599599599599

ﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘ ムクドリムクドリムクドリムクドリ 506506506506 10101010 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ シメシメシメシメ 600600600600

ﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘﾑｸﾄﾞﾘ コムクドリコムクドリコムクドリコムクドリ 508508508508 ｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘｱﾄﾘ イカルイカルイカルイカル 602602602602

ｶﾜｶﾞﾗｽｶﾜｶﾞﾗｽｶﾜｶﾞﾗｽｶﾜｶﾞﾗｽ カワガラスカワガラスカワガラスカワガラス 512512512512 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ ホオジロホオジロホオジロホオジロ 610610610610 3333

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ トラツグミトラツグミトラツグミトラツグミ 514514514514 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ カシラダカカシラダカカシラダカカシラダカ 617617617617

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ マミチャジナイマミチャジナイマミチャジナイマミチャジナイ 520520520520 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ ミヤマホオジロミヤマホオジロミヤマホオジロミヤマホオジロ 618618618618

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ シロハラシロハラシロハラシロハラ 521521521521 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ アオジアオジアオジアオジ 624624624624 1111

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ アカハラアカハラアカハラアカハラ 522522522522 ﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛﾎｵｼﾞﾛ クロジクロジクロジクロジ 625625625625

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ ツグミツグミツグミツグミ 525525525525 ｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞｷｼﾞ コジュケイコジュケイコジュケイコジュケイ

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ コマドリコマドリコマドリコマドリ 530530530530 ﾊﾄﾊﾄﾊﾄﾊﾄ ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ)ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ)ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ)ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ) 3333

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ ルリビタキルリビタキルリビタキルリビタキ 536536536536 ﾁﾒﾄﾞﾘﾁﾒﾄﾞﾘﾁﾒﾄﾞﾘﾁﾒﾄﾞﾘ ソウシチョウソウシチョウソウシチョウソウシチョウ

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ ジョウビタキジョウビタキジョウビタキジョウビタキ 540540540540 7777

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ ノビタキノビタキノビタキノビタキ 542542542542
　観察種数合計　観察種数合計　観察種数合計　観察種数合計 20202020 22222222

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ イソヒヨドリイソヒヨドリイソヒヨドリイソヒヨドリ 549549549549
個体数個体数個体数個体数 121121121121 145145145145

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ エゾビタキエゾビタキエゾビタキエゾビタキ 552552552552 1111
天候天候天候天候 晴晴晴晴

晴晴晴晴

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ サメビタキサメビタキサメビタキサメビタキ 553553553553 3333 参加者参加者参加者参加者 23232323 26262626

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ コサメビタキコサメビタキコサメビタキコサメビタキ 554554554554 2222

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ キビタキキビタキキビタキキビタキ 558558558558 3333

ﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷﾋﾀｷ オオルリオオルリオオルリオオルリ 561561561561

イワヒバリイワヒバリイワヒバリイワヒバリ カヤクグリカヤクグリカヤクグリカヤクグリ 566566566566

ｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒ ニュウナイスズメニュウナイスズメニュウナイスズメニュウナイスズメ568568568568

ｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒｽｽﾞﾒ スズメスズメスズメスズメ 569569569569 1111 38383838

ｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲ キセキレイキセキレイキセキレイキセキレイ 573573573573 2222 3333

ｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲ ハクセキレイハクセキレイハクセキレイハクセキレイ 574574574574 7777

ｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲｾｷﾚｲ セグロセキレイセグロセキレイセグロセキレイセグロセキレイ 575575575575 6666
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12121212 月月月月 1111 日日日日((((月月月月))))    植物・植物・植物・植物・大泉緑地大泉緑地大泉緑地大泉緑地    木の実と冬鳥木の実と冬鳥木の実と冬鳥木の実と冬鳥    

集合地点の新金岡駅～大泉緑地までのアプローチは野草のロゼット

観察中心、大泉緑地では木の実に来る冬鳥を観察する予定です。 

集合集合集合集合 9:00 大阪地下鉄新金岡駅改札口 

解散解散解散解散 14:00 大泉緑地内 

持ち物持ち物持ち物持ち物 双眼鏡、ルーペ、木の実図鑑、ロゼット図鑑 

要連絡要連絡要連絡要連絡        カラー資料を作るので、平あてに連絡ください。    

電話電話電話電話 090090090090----6901690169016901----1425142514251425            メールメールメールメール    gggg----hira@nifty.comhira@nifty.comhira@nifty.comhira@nifty.com    

冬鳥は冬鳥は冬鳥は冬鳥は順調に順調に順調に順調に    

アトリ・ルリビタキなど冬鳥が順

調にきているようです。今日は

ルリビタキのさえずりを聞きた

いと思っています。 


